
台風１９号における
被害状況及び被災者支援
についての住民説明会

2019.11.4（月）
調布市
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次 第
〇開会
〇市からの説明
１ 経過
２ 被害状況及び発生原因
３ 調布市の対応
４ 今後の被災者支援
〇質疑
〇閉会
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１ 経過 10/10(木)

16:45 水防所管部署による緊急会議開催

各部の準備状況，対応について確認

自主避難所の開設について確認
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１ 経過 10/11(金)

14:00  自主避難所開設をホームページで公開

15:30 水防警戒本部会議開催



１ 経過 10/12(土)

 4:14 大雨警報（土砂・浸水）発令

 6:32 大雨（洪水）警報発令

 8:45 自主避難所開設開始

12:13 暴風警報発令

13:00 多摩川陸コウ閉鎖

14:00 調布市災害対策本部設置

15:12 災害対策本部での避難勧告等の協議

15:15 避難所開設開始
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１ 経過 10/12(土)

15:18 避難勧告発令

飛田給３丁目，上石原３丁目，

多摩川１～７丁目，染地１～３丁目

16:00 多摩川水位：5.03ｍ

（氾濫危険水位の4.9ｍを上回る）

19:00 多摩川水位：6.00ｍ

（計画高水位：5.94ｍ）
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１ 経過 10/12(土)

22:50 多摩川水位：6.33ｍ（最高水位）

（観測地点：石原水位観測所）

【参考】平成19年の台風9号

多摩川最高水位：6.03ｍ

23:00 累計雨量：256ｍｍ（調布観測所）
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１ 経過 10/13(日)

 0:45 災害対策本部での協議

 0:45 避難勧告一部解除

飛田給３丁目・上石原３丁目・

多摩川１～７丁目

 2:50 多摩川水位：4.89ｍ（石原水位観測所）

（氾濫危険水位の4.9ｍを下回る）

 5:20 多摩川水位：4.29ｍ（石原水位観測所）

（避難判断水位の4.3ｍを下回る）
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１ 経過 10/13(日)

 7:30 災害対策本部での協議

 7:30 避難勧告全解除

 8:45 一部継続対応を除き避難所閉鎖

10:30 第三中学校避難所開設

※染地１～３丁目の避難継続のため

開設。後に染地地域福祉センター

に移行（10/15）
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２ 被害状況

家屋等

被害件数：１８８世帯（10/31時点）

【内訳】床上浸水 １２１世帯

床下浸水 ５８世帯

その他 ９世帯
※「その他」は雨漏りによる天井裏の浸水など

※ 被害件数は，り災証明書受付後の調査状況に基づく

ものです。

※ 件数は今後の調査状況により，変動する場合があり

ます。
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２ 被害状況

道路冠水

確認日時：10/12（土）16:35

場 所：桜堤通り（染地通り～狛江市境）

以降，染地2・3丁目付近で確認

※通行止め

16:40 桜堤通り（染地通り～狛江市境）

以降，染地2・3丁目付近の道路

21:00 多摩川堤通り（京王閣周辺）
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２ 被害状況

停電（東京電力から電話連絡）

連絡日時：10/12（土）21:42

場 所：染地２・３丁目

世 帯：約３，５００世帯

対 応：すぐに復旧
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12

おおよその道路冠水・家屋浸水等エリア（染地一丁目・二丁目・三丁目）

六郷排水樋管
（狛江市管理）

染地三丁目

調布排水樋管
（調布市管理）

２ 被害状況（発生原因）



２ 被害状況（発生原因（推定））

①多摩川の上昇した水位が，狛江市が管理する根川
雨水幹線擁壁の高さを越え，逆流し浸水したと思
われる。
②大雨の際の下水は，東京都が管理する流域下水道
幹線へ一部排水し，残りは多摩川と平行にも流れ
る根川雨水幹線へ排水する。
しかし，根川雨水幹線の水位が上昇したことによ
り，排水しきれなくなり，下水道が満水状態とな
ったことで雨水の行き場がなくなり，地形の低い
地域へ流れ込み浸水に至ったものと思われる。

※現在狛江市と連携して原因究明に向けた検証に
取組中。
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３ 調布市の対応（避難所）

 自主避難所開設
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開設時刻 避難者数

富士見地域福祉センター

10/12 8:45

約60

深大寺地域福祉センター 約120

入間地域福祉センター 約70

菊野台地域福祉センター 約65

下石原地域福祉センター 約120

合計 約435

※避難者数は変更する場合があります。



３ 調布市の対応（避難所）

 避難所開設
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※避難者数は変更する場合があり
ます。

※第三・第二・富士見台小学校は
名簿未記載の避難者が多数あった
ため、各避難者数と合計人数は一
致していません。

※合計人数は自主避難所避難人数
を含みます。

開設日時 避難者数

第三小学校

10/12

13:00 534

第二小学校 13:30 1,057

富士見台小学校 15:15 910

グリーンホール(大・小) 15:15 1,731

国領小学校 16:30 130

八雲台小学校 16:30 86

滝坂小学校 17:30 32

第一小学校 17:50 127

調布中学校 18:30 53

文化会館たづくりくすのきホール 18:45 150

石原小学校 19:00 0

第三中学校 10/13 10:30 13

染地地域福祉センター 10/15 17:00 2

合計 約6,000



３ 調布市の対応（情報発信）

 情報収集

河川の水位・気象情報（警報・注意報）など

 情報発信

・気象情報（警報・注意報）

・避難勧告

・避難所情報

【発信方法】

・防災行政無線 ・防災・安全情報メール

・防災フリーダイヤル（無料電話0800‐8000‐903）

・ホームページ ・ツイッター（アカウントchofu_shi）

・調布エフエム83.8MHz  ・J：COM（ジェイコム）

・調布市消防団による巡回 16



３ 調布市の対応（り災者への対応）

排水（市独自）

・専門業者による排水

・調布市消防団による排水

・件数：９４件

ゴミ（市独自）

・災害ゴミの回収

・随時対応。現在も継続対応中。
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３ 調布市の対応（り災者への対応）

 り災証明書の受付
・受付件数：２１２世帯（10/31時点）

 家屋の消毒（市独自）
受付件数：２４４世帯（10/31時点）

【内訳】消毒済み： ３９世帯

日程調整済み：１７４世帯

日程調整中： ３１世帯 ※速報値

 衛生（市独自）
・銭湯の入浴券の配布

・杉森小学校・第三中学校のシャワールーム貸出し
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３ 調布市の対応（災害ボランティア）

 災害ボランティアセンター

設置主体：調布市社会福祉協議会

設置期間：10/14(月)～10/20(日)

（10/21(火)以降は市民活動支援センターにて活動）

活動内容：水に浸かった家財の運び出し，清掃，
その他

活動件数：６４件

参加ボランティア数：３８１人

調布市との連携：情報共有，備品の貸し出し
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３ 調布市の対応（消防団等の対応）

調布市消防団

・巡回による警戒情報の広報

・排水溝のつまり除去

・排水作業

・ボート隊による救助活動

場所：染地３丁目

内容：大人２人，小人２人
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３ 調布市の対応

市内道路パトロール

10/12

・指令班3人，2人1組の5班体制で道路パトロール

・桜堤通り（染地通り～狛江市境）の冠水による規制対応

・染地小学校前交差点・布田南通り・京王閣周辺の冠水に

よる規制対応

10/13・10/19

・多摩住宅周辺道路清掃
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３ 調布市の対応

 市内下水道施設等パトロール
10/12（3人1組2班体制）

・現場対応

（小島町３丁目、飛田給２丁目、染地１丁目、

染地２丁目、染地３丁目、多摩川３丁目）

・調布排水樋管（水門）確認

・交通規制の応援（警察・道路管理課と連携）

10/13（2班体制）

・調布排水樋管の外柵破損に対する応急対応

・現場対応（緑ヶ丘１丁目）

・仙川ポンプ場

 土のうの配布 22
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３ 調布市の対応 （調布幹線確認状況）

日時 対応状況

１１：２０頃 樋管水位３．５ｍを確認
調布幹線から多摩川への流れが確認できたため，開放を継続

１３：００頃 樋管水位４．７ｍを確認
調布幹線から多摩川への流れが確認できたため，開放を継続

１５：００頃 パトロール再開。樋管や調布幹線を重点的にパトロール
調布幹線から多摩川への流れが確認できたため，開放を継続
水位計の上限水位（５ｍ）を超えていたため，水位は不明

１８：２０頃 調布幹線の水位があと１０センチ程度の余裕があることを確認
越水・逆流はなし

２２時～２４時 染地１丁目から３丁目をパトロール
２２：２０頃に樋管水位を確認 越水・逆流はなし
なお，２２：５０の多摩川最高水位の際も越水・逆流はなし



３ 調布市の対応

市独自の災害ごみの収集・運搬・処理

市独自の浸水家屋等の消毒実施

住宅修繕等の相談体制の確保
狛江市と連携した水位計・監視カメラの設置
など段階的な対策の強化

①浸水対策として、聞き取り調査及び測量を行い
全体像を把握。

②狛江市と連携した、根川雨水幹線や調布幹線の
水位や状況などを ホームページ等で確認できる
水位計・監視カメラの設置検討，浸水シミュレー
ションの検討。 24



４ 今後の被災者支援

被災者支援のための案内窓口を設置

・11月5日（火）～8日（金） 9時～17時

市民ロビー（市役所2階）

・11月9日（土）～10日（日）10時～16時

染地地域福祉センター
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